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カフカ文学における反自然的なもの

W。ヴォリンガーの「抽象衝動と感情移入」より一

有　村　隆　広

は　じ　め　に

　カフカ文学を如何に解釈するかについては

様々な説があり，そのいずれも，それ相応の

理由を有している。その主なるものを時代の

流れに即して概略してみよう。

　先ず，カフカの友人，M。ブロートに代表

される宗教的・神学的解釈，また，フロイト

の学説を応用した心理学的・深層心理学的解

釈が挙げられる。さらに，社会状勢に応じた

マルクス主義的・社会批判的解釈，第2次世

界大戦後の実存主義的・存在論的解釈，その

反動としての言語芸術作品としての解釈等が

引き続いてなされるようになる。

　さらにまた，カフカの日記，手紙，その他

の遺稿等が出版されるにいたると，伝記的資

料に基く解釈等が行なわれるようになり，1970

年代から，受容美学に基く解釈も試みられて

いる。

　このように実に様々なカフカ解釈がなされ

ているが，このことは裏を返せば，カフカ文

学には，それぞれの解釈に応じた数だけのテ

ーマが存在するということを意味している。

確かにそのとおりである。上記の7つの解釈

には，それぞれ根拠があり，いずれも客観的

な研究を基礎としている。したがって，カフ

カ文学には少なくとも7つのテーマが交錯し

ていることは，まぎれもない事実である，と

いえる1）。

　しかし，カフカ文学の有するこれらのテー

マの背後には，見え隠れしつつも，厳然とし

て一つの伏流が存在している。それは，W。

ヴォリンガーの唱える「抽象衝動」
。Abstraktio貧sdrang‘‘と「感情移入」

。Ei鍛fuh態ng“を，カフカ文学に当てはめるこ

とによって明白になってくる。その場合，カ

フカ文学は基本的には，感情移入衝動ではな

く，抽象衝動によって創られたものである，

と筆者は考えている。したがって，本論では，

カフカの作品に，自然がどのような形で描写

されているかを分析し，それは描写は本質的

には，抽象衝動によるものであることを証明。

したい。しかし，その前にW。ヴォリンガー

の「抽象衝動と感情移入」について説明して

みることにしょう。

第1章　ヴォリンガーの「抽象衝動と心構移入」

　ヴォリンガーの著書，『抽象と感情移入』

，，Abstraktion撒d　Einfuh1鳳g“は，1908年出

版され，現代芸術の基本概念の確立に多大の

影響を与えている。これについては，高橋義

孝氏が『近代芸術観の成立』3＞の中で詳細に論

じ，筆者も，『カフカとその文学一非連続の世

界』4＞の中で論述しているが，今回は作晶に即

して，具体的に論究してみたい。ヴォリンガ

ーは人間が芸術作晶を創作する場合には，相

1）拙著：『カフカとその文学一三連続の世界』郁文堂，1985年，69～105頁。
2）　Chris宅oph　Bezze1：Natur　bei　Kafka一一S撫dien　zur　Asthetik　des　poetischen　Zeichens，　Verla暮Hans

　Car1，　N｛irnberg　1964，　S．5。

3）　高橋義孝：『近代芸術観の成立』新潮社，1965年，24頁。

4）拙著：『カフカとその文学一非連続の世界』63～66頁。
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2 言語文化論究1

対立する二つの芸術意欲を持っている，と述

べ，以下のように分析している。

美的体験の前提としての「感情移入衝動」

，，Ei鷺撫旬u簸gsdr認g“は，有機的な美の中に自

分の満足を見出す。同様に「抽象衝動」
。Abs宅rakt三〇聡drang‘‘は，自己の美を，生命を

否定する無機的なものの中に，すなわち，結晶

的なものの中に，一般的に言えば，あらゆる抽

象性と必然性の中に見出す5）。

　この場合，有機的な美の中に自分自身の満

足を見出すということは，自分とは異なった

ある感覚対象の中へ自分自身の心を投げ入れ

ること6）を意味する。野原に咲き乱れる美しい

花を見て，その豊かな自然の中に身も心も浸

り込んでしまいたいという心的状態，このよ

うな心の動きを感情移入といってよかろう。

　このことを具体的に，ゲーテの若い頃の詩

を取りあげることによって説明してみょう。

Malfest　　五月の歌
Wle　herrlic難ieuchte之

ム厘量rdie　Na宅ur：

Wle墓lanzt　die　So鋤e：

Wle　lac鼓t　dle　F1疑r：

なんと晴れやかな

自然の光

日は輝：き

野はほほえむ

Es　d鋤g繊Blut鑓　　花々は

A“sledem　Zwelg　　枝に咲き

U撮ta聡e磁St抽血e蓑　数知れぬ歌声は

A囎dem　Gestr撫轟　　しげみにみなぎる

U磁Fre級de獄d　Wo澱eほとばしる

A穏sjeder　B撒st．

OEr（量’OSo簸鍛e，

OG1購ck，　O　Lus宅

悦び，この歓喜

おお大地よ，太陽よ

しあわせよ，希望よ

OL量eb㌧OLiebe，

So　golde貧sc藍on

Wie　morgenwolken
Auf　se簸en　Koh簸．

おお愛よ，愛よ

黄金なすその美しさ

蜂：にかかる

あの朝空の雪に似て

。。費願賜．騨．。．．。，．p。p。．。9。．．．。．．馴．．5。．。。。。．．．。。．。9鱒。。。。ゆ。。。◎。7）

　この詩は，ゲーテのシュトラースブルク時

代の詩である。1770年，ゲーテは故郷の町フ

ランクフルトを後にして，シュトラースブル

クに行き，シュトラースブルク大学で法律を

勉強していた。ある日，友入と郊外に馬で遠

乗りし，ある牧師館に立ち寄り，牧師の娘，

ブリデリーケ・プリオンと知り合いになり，

お互いに愛し合うようになる。

　シュトラースブルク郊外のゼーゼンハイム

の美しい景色や野の花のように愛らしい少女

のフリーデリーケとの交遊，そのような豊か

な環境のもとで創作したのが上記の詩である。

若きゲーテの心はラ身心ゼンハイムの自然，

野原，太陽，森の豊かなたたずまいの中に完

全に透け込み，フリーデリーケの清純な魂と

自分の心とを一体化させている。

　この詩について，F．マルティーニは，「多

感な自我があふれて万有となった。すべてが

ここでは喜ばしい投入（selige　Hi薮墓abe）で

あり，無限なものの予感であり，超個人的な

諸夏と愛，風景，歴史，神との和合であっ
た」8）雪と解釈している。

　つまり，若きゲーテはシュトラースブルク

の美しい自然とフリーデリーケの愛らしい姿

の中に彼自身を投げれていれ，「彼自身」を享

受していることになる。したがって，まさに

このような現象こそ「感情移入」の典型とい

えよう。

　次に抽象衝動について，紹介してみよう。

5）

6）

7）

8）

Wilhelm　Worri頁蓼er：Abstrakもめ猟貧d露1貧f翻u簸墓，　R．　Piper＆Co．　Verlag，臨nc簸ed908，　S。36．訳は

草薙正夫訳（『抽象と感情移入』岩波文庫，昭和紹年）を参照。以下同じ。
eb（i．　S．37．

Joha貧員W．　vo捻Goe宅he：Goethes　Werke　Ba致d！億amb腿rger　A慧s墓abe），　S．30／3！．

訳は，大山定～訳（ゲーテ全集第一巻，詩集：人文書院，18頁）を参照。
F．Martini：1）eu宅sche　Llterat鴛rgeschichte，　Alfred　Krδner　Verlag，　S宅uttgard968，　S．238．
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カフカ文学における反自然的なもの 3

ヴォリンガーは，感情移入だけでは芸術作品

を解明できないと述べ，その例として，ピラ

ミッドの生命のない形や，あるいはビザンチ

ンのモザイクに現われているような「生命抑

圧」。Lebens撒terdr穏ckung“を挙げている。

そして，上述の場合は，感情移入の要求が，

「芸術意欲」。：K撒stw◎Uen“を規定しえたとは

考えられない，と主張する。そして，感情移

入の対極としての抽象衝動説を唱え，その心

理的前提を次のように述べている。

その心理的前提は，先述したあの諸民族が有す

る世界感情の中に，すなわち，宇宙に対する彼

らの心理的態度の中に求められる。感情移入衝

動は，人間と外界の現象との聞に，「汎神論的

な親和関係」”e勧g療cklicぬes　pantheistiscぬes

Vertraulichkeitsverhaltnis“を前提としてい

る。それに対し，抽象衝動は外界の現象によっ

て引き起こされる人間の大きな内的な不安から

生まれた結果である。……この状態を，私たち

は，「精神的空間恐怖」。eine囎geheure　gei－

stige　Raumscheu“と呼びたい9）。

　ヴォリンガーは，この「精神的空間恐怖」

も，人問の「芸術創造の根源」。W雛zel　des

ku鍛stler曼sch瓠Schaffens“である，と分析す

る。そして，古代エジプト人やビザンチンの

人々の精神的空間恐怖について，彼はさらに

次のように説明している。

東方のr文化民族」”Kulturvδ1ker“だけは，

彼らのより深い世界感情によって，合理主義的

意味における発展に反対し，そしていつも世界

の外的現象がマーヤのはなやかなベールにすぎ

ないことを知っていた。したがって，彼らだけ

が，一切の生命現象が説明不可能な混乱状態で

あることを自覚し，したがってまた，如何なる

世界像による知的な外的支配といえども，彼ら

をだますことはできなかったわけである1◎）。

　つまり，彼らは，自分を取りまく周囲の自

然に対して，疑いの目を向け，自然現象は何

故に存在するのか，自然とは，本当に実在す

るものであるのかと，形而上学的な問いかけ

を発しているのである。しかし，このような

質問に彼らは明解な答えを発見することがで

きない。それゆえに，彼らは自己の認識能力

に不安を覚え，それが精神的空間恐怖となっ

てくる。

　しかし，その精神的空間恐怖の中に入り込

んでしまえぼ，そこには絶望と死が存在する

のみである。そこで，彼らは，何らかのやり

方で，安心立命を得ようとする。これについ

てヴォリンガーは，彼らが芸術の中に求めた

幸福の可能性は，自己を外界の事物の中に沈

潜させ，事物の中で自己を享受することでは

ない，と述べる。そうではなくて，外界の事

物を，恣意性と外見的な偶然性から抽出し，

それを抽象的形式にあてはめることによって

永遠化し，このようなやり方で，現象の流れ

の中に「静止点」，，ei聡n：R“hepu愈t‘‘11）を見

つけ出すことであった，と述べる。

　ヴォリンガーによると，精神的空間恐怖は

先ず未開人が感ずる。彼らは，「この広漠とし

た宇宙の諸現象，ならびに混沌とした世界」12＞

に恐れをいだく。しかし科学の進歩にともな

い，人間は知力によってそのような恐怖を取

り除くことができるようになった。ところが，

学問が発達し，人間の知性と認識への憧れが

強くなれぼなるほど，人間はその合理的思考

に限界を感じ，その認識能力に疑いの念を向

け始める。つまり，形而上学的不安を感じ始

める。

　M．ベンゼは，現代文学の動向について，

9）

10）

Il）

12）

Wllhelm　Worringer：Abstrak乞ion　und　Ei面hlu鍛g，　S．49．

ebd．　S．50．

ebd．　S．50．

有村隆広1『カフカとその文学』64頁。
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4 言語文化論究1

人間が厳しい重圧や暗く混乱した存在状況の

もとに置かれると形而上学的要求が増大する

と述べ，さらに次のように論じている。

『なぜ万有が，在る，のであり，むしろ，無，で

ないのか？』という存在についての昔ながらの

質疑一形而上学的思想の出発点をなしているこ

の質疑は，あらゆる人間環境やあらゆる精神分

野の内部で，一段とその重要性を増して来てい
る13）。

　さらに，ベンゼは，ある種の作家たちや作

家群は，その創作方法からして「精妙な美の

創造の問題」”e鍛e：Frage　der　ErzeugU貧9

ast熱etischer　Q簸alitat“14）を取り扱ってはおら

ず，むしろ，「存在についての新たなる果敢な

主張の問題」，，e撫e　Frage　tapferer　Be－

ha耳pturlg　einer豊e斌e簸Art　vor夏Seir　‘‘15）を論

じている，と解釈している。

　この場合，「精妙な美の創造」とは，感情移

入による芸術作品を意味し，「存在に関する果

敢な主張」とは，抽象衝動による芸術作品の

創造へと結びつくといえよう。

　ヴォリンガーの「抽象衝動と感情移入」の

理論は，本来は，美術作品に適用されうるも

のと考えられる。特にピカソを初めとする抽

象画家にそれが当てはまる。しかし，M。ベ

ンゼの説を利用すれぼ，それは文学作品の世

界にも応用されうると考えてよい。それゆえ，

次章ではカフカの作品を，ヴォリンガーの理

論を用いて分析してみることにする。

第2章　作品の中の抽象衝動

　カフカの創作活動は，1903／04年から1924年

の死に到るまで，約20年にわたるが，その創

作時期は，第一期（1903／縫～1912），第二期

（1912～1917／18），　第三期　（1917／18～1924）

の3期に分けることができる。抽象衝動より

なる表現をそれぞれの創作期の作品の中に見

つけてみよう。

　1。創作第一期の作品
　『ある戦いの記録』，，Bescもreibαng　ei葺es

Kampfes‘q6）の草稿Aを，先ず分析してみよ

う。主人公の「私」は，自然の中を散歩する

が，その時の様子を次のように語っている。

Unbek疑mmert　gieng　（＝gi鷺9）　lch　weiter．

Weil　ich　aber　als　FuBganger　die　Anstre簸一

9観漁9der　berg云ge麺StraBe重心rchtete，　iieB　icね

de顕Weg　immer　flacher　werde鍵貧d　sich　in

der　E麺tfernu】師g　end簸ch　z賦　ei叛em　Thale　（諏

Tal）se畝en．私はぼんやりと先へ進んだ。しか

しこの由路を自分の足で歩くのはやっかいだっ

たので，私は道をしだいに平たく，しまいには

遠くのほうで谷間へと下って行くように仕向け

た恥。

　主人公の「私」は，自然を自分の意のまま

に出来ると思い込み，また，実際その意志で

たちまちにして，道を移動させている。この

場合，主人公は自然を完全に支配していると

いってよろしい。しかし，その後，主人公の

「私」の分身である太った男は，自然を敵視し

！3）

14）

15）

16）

17）

Max　Bense：Me£aphysische　Positionen．　h：Deutsche　Literatur　im　20．∫ahrhundert－Struktur　u撮

Ges之alte簸，　Wolfgan墓Rothe　Verlag，賢eideiberg，1961，　S，304．

訳は，田中次郎訳（『二十世紀のドイツ文学』：慶応通信株式会社，214頁）を参照。

ebd。　S．304．

ebd．　S．30基．

『ある戦いの記録』という題名の三三は現実には存在しない。　『ある戦いの記録』の草稿Aと草稿Bのみ

が存在するだけである。カフカ全集の出版にあたり，編者であるカフカの友人，M。ブロートが両草稿を

自分の独断で，読みやすくするために「適当に」編集しなおした。その後，！969年になりようやく，草稿

Aと草稿Bの平行版が出版されるにいたり，『ある戦いの記録』の全体像が萌らかにされるにいたった。そ

れゆえに，本稿では，「草稿」Aを研二究対象として取り扱う。

Franz　Kafka：Beschrelbung　ei簸es　Kampfes－Die　zwel　Fassunge簸一，　S．　Flscher　Verla墓，1969，　S．46．
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カフカ文学における反葭然的なもの 5

始め，はては恐怖をいだくようになる。 ちはもう実在していないのだ。20）

Jetzt　aber－ich　bitte　euch－Berg［［，］］

Blume［［，］］Gras，　Buschwerk　und　FluB，

gebt　mir　ein　weni墓　Raum，　damit　ich

athme薮18）kann．ところで，お願いがあるよ。

山よ，花よ，草よ，そして川よ。私が息ができ

るようにほんのちょっぴりとでも空問を開けて

くれよ19）

　支配していたはずの自然が，人間存在をお

びやかし，ついに，両者の支配関係が逆転す

る。そして，主人公の分身である太った男は，

激流に押し流され命を絶つ。

　一読すると，カフカの国津にしては，非常

に粗雑かつ荒唐無稽な構成のようにみえるが，

それはそれとして，自然に対する人間の敗北

が，ここではっきりと描かれているといえる。

その場合，自然対人聞の関係を形而上学的に

もっともよく表わしているのが，やはり主人

公の分身ともいえる「祈る男」の話である。

Was　ist　es　doch，　daB　ihr　thut（＝tut），　als

we鷺n　ihr　wirklic薮waret．　Wollt　l 奄?ｒ　mich

91aube鍛machen，　daB　ich　unwirkllch　bin，

komisch　auf　dem薯ru捻e簸Pflaster　stehe獄d．

Aber（墨◎ch　ist　es　sdlon　lange　hα，　daB　du

wirk：1ich　warst，　du　Himmel　u貧d　du　Ri簸gpiatz

bist貧iemals　wirklich　gewesen．君たちは実在

しているかのように振る舞っているが，それは

いったいどういうわけだ。この青々とした舗道

に立っている私が，こっけいにも非現実の存在

であることを，私に信じ込ませようとしている

のか。なるほど，ずっと昔には，君は実在して

いたのだが，しかし，空よ，円形広場よ，君た

　この文章では，外界の事物，つまり，自然

そのものの存在に対する強い疑いの念が示さ

れている。自然という客体が本当に存在して

いるのかどうかという認認論的問いかけがな

されている。先述のM。ベンゼの解釈，「な

ぜ，方響が，在る，のであり，むしろ，無，

でないのか？」という問題提起と，カフカの

この文章とは一致している。

　このように存在そのものに対する疑いの念

は，自然界の事物そのものを否定し，かつ，

自己の存在基盤を自から破壊する方向に進ん

で行くという意味で，一種の精神的空間恐怖

であるといえる。しかし，この『ある戦いの

記録』の草稿Aにおいては，これが草稿であ

り，したがって習作であるゆえに，カフカの

表現形式はいまだ未熟であり，観念だけがひ

とり歩きしている。自然との対決も，形式的

にすぎる感がある。

　2。創作第二期前半の作晶

　創作第二期の作品では，先ず，『変身』

。Die　Verwa亘d至職g“を取りあげてみたい。本

作品では，ヴォリンガーの精神的空間恐怖の

もたらす悲劇が現実の社会生活の中で展開さ

れている。『変身』は，次のような文章で始ま

っている。

Als　Gregor　Samsa　e漉s　Morge薮s　a鶏s媛貧r罎一

higen　Traume簸erwachte，　fand　er　sich　in

seinem　Be宅t　zu　ei簸em　ungehe蟹e難　Un－

geziefer　verwandelt。グレゴール・ザムザが，あ

る朝不安な夢から目醒めてみると，自分が巨大

な害虫に変身しているのを発見した鋤。

18）

19）

20）

21）

athmen＝atme猷　『ある戦いの記録』の草稿Aでは現在は用いられていないスペルが使用されている

場合がある。その際には（＝　）を用いて，正しいスペルを示している。
ebd。　S．64．

ebd．　S．106．

Franz　Kafka：Die　Verwandl撒g，　S．　Flscher　Ver夏ag　1965．　S．71．
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6 欝語文化論究王

　主人公のグレゴール・ザムザは，外交販売

員である。毎日のように商談のために町から

町へ，村から村へと，つらい旅を続けていく。

しかも，父親の借金を返済するまで続けなく

てはならない。彼は内心では，外交販売員と

しての職を放棄したい。そのように考えてい

るとき，ある朝グレゴールは巨大な害虫に変

身し，普通の人間の世界から飛び出してしま

った。変身の理由については様々な解釈がな

されているが22），その第一の誘因は，彼が外交

販売員としての職を放棄しようとしたことに

ある。

　もし，同じようなテーマを他の作家が取り

扱ったとしたら，その作家もやはり主人公を

変身させたであろうか。おそらく，変身させ

ないで，人間の姿のままのザムザと，それに

対抗する家族，上司，すなわち，外部世界と

の葛藤を描いたであろう。しかし，カフカは

そのようにはさせなかった。変身という超現

実的な手法を用いて，物語を展開させた。な

ぜであろうか。それは，カフカが，グレゴー

ル・ザムザに別の機能をもたせようとしたか

らである。つまり，作者のカフカは，グレゴ

ールを，アルキメデスの点からみた世界，す

なわち非連続の世界へと，投げ落しているの

である。したがって，変身の第二の意味は，

非連続の世界への突入23）を暗示する。

　カフカは，対外部世界，すなわち自然を次

のように観察している。

私たちはこれまで私たちの手で作ったもの，私

たちの眼に映じたもの，私たちの耳に聞こえた

もの，私たちの足で踏んだものへ，私たちの全

人格を振り向けてきた。ところが今や，私たち

は突然その反対の方向に，あたかも山中の風見

鶏のように身を振り向ける……するとこの男は

もはや私たち民族の外側に立っていて，いまや

餓死せんぽかりである。ただ瞬間，苦しみの連

続の瞬間だけが彼が所有するものである。彼に

はほんの少しの気晴しさえありえない。彼が所

有しているものはただ一つ，それは苦悩だけ

だ。そして彼は，彼の周囲のどこにもそれをい

やしてくれる薬を持っていない24）。

　この文章における「私」と「この男」は，

カフカ自身が暗示しているように，同一人物

であると考えて差しつかえない。そしてまた

「この男」は，人生にめざめた頃の若き日の作

者，フランツ・カフカその人であるといえる。

　これまで，この「私」は，伝統的な市民社

会の生活に安住してきた。そして，外部の世

界，すなわち，自然界の諸現象に何らの疑い

の念をもいだかなかった。つまり，ハイデガ

ーのいう「世間の人」”Das　Ma簸“の世界に所

属していた，といえる。普通の人である「こ

の男」は，「過去と未来の均衡を計ること」

”sie（＝Verga鍛ge曲eit磁d　Zuk“薫ft：筆者記

入）im　Gleic薮gewicht　auf一膿d　abschwebe簸

zu　iasse簸“25）で生きてきたといえよう。とこ

ろが，ある日この男は，自分の周囲の世界，

すなわち，対外部世界としての自然を直視し，

その存在を疑い始める。そしてアルキメデス

の点を発見する。カフカは，補遺の「『彼』の

系列」の文章で，アルキメデスの点について

次のように述べている。

彼は「アルキメデスの点」。de豊arc鼓imedis磁e薮

Pu櫨t“を発見した。しかしそれを自分の不利に

なるように用いた。明らかに，彼はそういう条

件でのみ発見したのであろう26＞。

22＞

23）

24）

25）

26）

有村隆広：『カフカとその文学一非連続の世界』161～176頁。
ebd．　S．17！．

Fra鷺z　Kafka：Tageb｛icher，　S．20／21．

ebd．　S。22．

Franz　Ka飲a：〔zu　der　Reihe》£r《〕．In：Hochzeitsvorbereitunge鞭a縫f　dem　Lande，　S．　F圭sc盗er　Ver｝agl，

1966．S．418．
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カフカ文学における反自然的なもの 7

　このアルキメデスの点について，エムリヒ

は，「すなわち，ここにいうアルキメデスの点

から世界は根本的に改変される」27＞と述べる。

この点から見る世界は，伝統的な世界とはま

ったく別の様相を呈している。アルキメデス

の点から見れば，この現実の世界は，もはや

合目的性によって支配されている世界ではな

い。すべての論理的思考が否定される不条理

の世界，すなわち，非連続の世界である。し

たがって，これまでの伝統的な自然観が崩壊

するという意味で，アルキメデスの点からみ

た世界は，ヴォリンガーのいう精神的空間恐

怖の世界であるといってよかろう。

　このことはまたカフカの物語技法からも説

明できる。F、バイスナーは，カフカの作品

では，作品の主人公と語り手が一致している

と指摘する。通常の物語では全能の神として

の語り手は，事物を客観的かつ冷静に語る。

ところがカフカの作晶においては主人公が語

り手となっているので，従来の伝統的な客観

世界は存在しえない。そこに存在するのは論

理的思考を拒否する非連続の世界である。そ

れゆえその世界は生命の源泉である「母なる

大地」。vom　mutterlichen　Boden“28）から追

放された世界である。

　ふたたび『変身』に論を転じて，主人公の

グレゴール・ザムザの人間像について考えて

みよう。エムリヒは人間の存在を二つに分け

ている。その一つはハイデガーのいう「世間

の人」。Das　Maバに属する人々であり，他の

一つは「自己自身」，，Das　Selbst“である29）。

前者は，世間一般の人であり，この世界の秩

序を信じている人である。後者の「自己自身」

は，本来の自己を意味し，自己自身の存在と

外界の諸現象を徹底的に考える人，すなわち，

アルキメデスの点に到達した人である。この

ように二種類の人間が存在していることを前

提として，エムリヒは，グレゴールは両方の

世界に生きている，と解釈する。つまり，世

問の人の世界に生きると同時に，「自己自身」

の世界にも生きていると述べ，変身という現

象は，グレゴールの本来の「自己自身」が，

その市民的な生活の中，すなわち「世間の人」

の中に入り込んだことを意味する，と述べて
いる30）。

　この場合，グレゴールの「自己自身」とは，

アルキメデスの点に到達した自己自身であり，

精神的空間恐怖に脅えた人間そのものを暗示

している，といってよかろう。彼は，アルキ

メデスの点から自分の周囲の生活，すなわち

対外部世界としての「自然」を観察し，そこ

には，もはや合目的性とか論理的整合性はあ

りえないことを自覚する。しかし両親，妹，

会社の上役，隣人たちは「世間の人」の論理

で，グレゴールに対処しょうとする。両者に

は決定的な価値観の相違が生じているので，

ストーリーの展開を見ても理解できるように

深刻な葛藤が生じ，グレゴールはもはや生き

てゆくことはできない。

　3。創作第二期の後半の作品

　次に，創作第二期の終りの作晶である短編

集『田舎医者』。E魚Landarzt“から二つの短

編について論じてみよう。なお，この作品に

ついては，拙稿「カフカの再出発一『田舎医

者』鋤より一」の中で，部分的に論じている。

短編集の題名ともなっている短編『田舎医者』

は次の書き出しで始まっている。

Ich　war　i黙gro8er　Verlege曲ei之：eine　drin－

ge簸de　Reise　staad　mir　bevor；ein　Schwer一

27）

28）

29）

30）

Wilhelm　Emrich：Franz　Kafka，　Athe蕗um　Verlag　1960，　S．119．

エW．Dyck：Der　I難stinkt　der　Verwandschaf£，　Verlag　Peter　Lang，1982，　S．77．

この解釈については拙著『カフカとその文学』の172頁参照。

Wilheim　Emrich：Fr我nz　Kafka，　S．118～119．

31）拙稿：「カフカの再出発一短編集『田舎医者』より一」「独仏文学研究，第37号」九大独仏文学研究会。

1987。　222－224頁。
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8 言語文化論究1

kranker　wartete　auf　mich　in　einem　zeha

Meile鷺entfemte鷺Dorfe；starke　Schneege．

stδber　f養iユte　den　weiten　Raum　zwischen　mir

und　ihm；……私は大変当惑していた。私は急

な旅行を前にしていた。10マイル離れた隣り村

で重病人が私を待っていた。しかし，私と彼と

の間には激しい吹雪が広大な空間を満たしてい

た32＞。

　主人公の「私」は医者である。ある晩ベル

の音に呼び起こされ，隣り村まで往診に行こ

うとする。ところが，外は猛烈な吹雪である。

したがって，主人公の「私」は，助けを求め

ている患者の所ぺ行くことはできない。つま

り，「私」は，この非情なる吹雪のために，患

者を助けることはできない。

　普通，医者と患者の場合は，「助ける者」と

「助けられる者」という関係のもとに，平衡関

係，すなわち，市民的な平和な情況が保たれ

ている。しかし，短編『田舎医者』において

は，吹雪という自然の脅威が，おだやかな人

間関係を阻止する。したがって日常的な意味

での世界がこの情況下では否定され，生存不

能の「非古典的アスペクト」。der　nichtklas－

sische　Aspekte“33＞が示されている。人間の生

存を脅かすという意味で，この「吹雪」とい

う自然現象はまぎれもなく，一種の精神的空

間恐怖の象徴でもあるといえる。

　ところが，その後，事態は急激な転回をみ

せる。それは，医者が一瞬の問に，隣り村の

患者の家の前に立っている，という事態にな

ってしまう。冒頭の文章では，主人公である

医者の「私」と，患者との問には広漠とした

空心が存在している。しかし，次の瞬間には，

医者は患者の家の前に来てしまう。したがっ

てラここでは通常の意味での空間と時間の概

念は存在しない。つまり，対外部世界として

の四次元の世界は存在しない。したがって，

事態が展開したからといって，情況がプラス

に動いたわけではない。ますます伝統的な自

然界の秩序が破壊されていることが，より深

刻に露呈するだけである。

　このような現象は同じ短編集の中の。El捻e

kaiserliche　Botschaft‘‘『皇帝の念書』の中

でも書かれている。ある国の皇帝が，自分が

死ぬ際に，辺境に住む名もない一市民にメッ

セージを送る。使者はそのメッセージを持っ

て，その一市民の所へと出発する。しかしそ

の使者は，永久にその男の所へ到達すること

はできない。数千年を経ても宮殿から抜け出

すことはできない。それほど宮殿は広いとい

うことになる。カフカはそれを次のように描

写している。

；und　so　weiter　du業ch　Jahrtausende；羅d

st｛irzte　er　er蔓dl亙ch　aus　dem　auBerste鍛Tor－

aber難iemals，類emals　kan鍛es　geschehe貧一，

Iiegt　erst　die　Resi（ie貧zsta（聾vor癒m，……こ

うしてまた数千年が過ぎてゆく，そして使者が

王宮の大手門から出たとしても一しかし，そん

なことは絶対に起こり得ないのであるが一彼の

前にひろがるのは帝国の首都の眺めに過ぎな
い34）。

　常識的に解釈すれぼ，一人の人間が数千年

生存することはできない。また数千年越って

も抜け出すことができないような広い宮殿は

現実には存在しない。しかし，カフカはそれ

が現存するかのように，平然と描写している。

この短編でも，彼は通常の意味での時間概念

や空聞概念を無視している。このような手法

を用いることによって，時間の有する継続性，

32）　Franz　Kafka：Erzahlungen，　S．　Fischer　Verlag　1965，　S，146．

33）　Christoph　Bezzel：Natur　be圭Kafk：a－Studien　zur　Asthetik　des　poetische鍛Zeichens，　Verlag　Ha無s

　　Carl　N義mber墓1964，　S．73．

34）　　Erz蕊hlunge貧，　S．170．
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カフカ文学における反自然的なもの 9

空間の有する無限性を超越しようとしてい
る35＞，　といえよう。

　カフカは，時間概念について，この現実の

世界の決定的特徴は，その移ろいやすさ（無

常）であり，その意味では数百年の歳月も，

かた時の瞬間に勝ってはいないと述べる。そ

してさらに，その移ろいやすさについて，次

のよな態度を示している。

「移ろいやすさの連続」。die　Kontinuitat　der

Verganglichkeit“は，したがってなんの慰めに

もならない。廃嘘の中から新しい生命が芽生え

ることは，生の持続よりむしろ死の持続を意味

する。そこで，私がこの現実の世界と闘おうと

すれば，その決定的な特徴，つまり移ろいやす

さを攻撃するしかない36）。

　この世の無常に対して，カフカは戦いを挑

もうとする。しかし，その次の瞬間には，「そ

れも単に希望や信仰によってではなくて，現

実にそうすることができるであろうか？」

。Kla繊量。敷das　in　diesem　Leben，獄d　zwar

wirklich，　nicht鍛ur由rch　H：off貧mg　und

glaub舩P“と思い悩み，無常に打ち勝つこと

の不可能性を認識する。そして，自分を取り

囲む自然をあらためて凝視し，時間と空間を

その構成要素とするその自然に対して，認識

する人としての「精神的空間恐怖」を感じ，

それが彼を創作へと，また駆りたてていく。

　このようなカフカの生きる姿，そしてその

自然に対処するやり方は，同じく短編の『猟

師グラックス』”Der　Jager　Gracchus‘‘の生き

方と類似している。湖を漂っているグラック

スに向かって湖畔の町の市長は，彼は生きて

いるのかどうか，と質問する。それに対して

グラックスは次のように答える。

，，GewissermaBen“，　sagte　　der　　Jager，

”gewissermaBen　Iebe　ich　auch．　Mei簸Todes－

kah貧verfeh1宅e　die　Fahrt，　eine　falsche　Dre－

hung　des　Steuers，　e量n　Auge叢blick　der　U熱auf－

merksam、keit　des　F難hrers，　ei獄e　Ab三e捻kung

d雛ch　me諭e　wunderschone薮eimat，　ich　weiB

薮iCht，　Wa．S　eS　War，豊Ur　daS　WeiB　iCh，　daB　iCh

a犠f（ier　Erde　blieb　u簸（董daB　mei貧Kah鶏seit－

her　die三rdischen　Gewasser　befahr宅．　So　re三se

ich，　der鶏ur　i薮se蜘ea　Bergen　leben　wOllte，

nach　mei難em　Tode　durch　alle　Lander　der

Erde．“「いかにも」と猟師はいった。「どうやら

私は生きています。私の死体を乗せた小舟が進

路を問違えたのです。舵の操り方を間違えたの

か，船頭がちょっと油断したのか，それとも私

の故郷の素晴しい景色に心を奪われたのか，そ

れが何であるのか私にはわからないが，いずれ

にしろ，私の体は，この地上に残されるし，私

を乗せた小舟はこの世の水面を走っているので

す。そういうわけで，故郷の山にしか住みたく

なかった私は，死んでしまった後も，地上のあ

らゆる国々を漂っているのです37＞。

　グラックスは故郷のシュヴァルツヴァルト

の山中で，猟をしている時に死んでしまう。

それが「何かの間違い」で，湖の中を生きた

状態で永遠に漂っている。死んではいるが生

きている，という通常の論理から離れた情況

のもとで，いずれにしろグラックスは「存在」

していることになる。「生」に対応する現象

は「死」であり，「死」に対応する概念は「生」

である。ところが，この短編では，伝統的な

論理的整合性による対立概念が，完全に無視

されている。つまり，伝統的な市民社会の論

理が否定されている。従来の自然の秩序はも

はや存在しえない。

　この作品でも，カフカは対外部世界として

35）

36）

37）

拙稿：「カフカの再出発一短編集『田舎医者』より刊，226頁。

Die　acht　Oktavhefte．　In：Hochzeitsvorberei宅tlnge聡auf　dem　LandeヨS115，

Franz　Kafk：a：Der　J農墓er　Gracchus．1難：Beschreibu獄g　eines王（ampfes，　S。　Fischer　Verlag　1946，　S，102．
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10 醤語文化論究1

の自然の秩序を認めていない。したがって感

情移入の対象としての自然は，本短編におい

ても描かれていない。

　羅。創作第三期の作品

　『城』，，Das　SchloB“はカフカのファウスト

とも言われている作晶であるが，本作品にお

いても，自然との対立，そしてそこからもた

らされる抽象衝動を認めることができる。し

かしそこでは，創作第一期と第二期の作品群

に比較すると，先鋭的な姿勢はもはやみられ

なくなり，どちらかといえぼ，両対立概念で

ある抽象衝動と感情移入が錯綜した状態にな

っているように思われる。

　主人公の土地測量技師のKは，故郷の村を

後にして，深い雪に埋れた村に到着する。彼

は，村の支配者である城の城主の許可を得て，

村に定住したい，と考える。そこで，城の役

人と会うために城に出かけて行くが，如何な

る手段をつくしても城に入ることはできない。

その状況を作者のカフカは，次のように書い

ている。

So　g蟄g　er　wieder　vorwarts，　aber　es　war　ein

la簸ger　Weg．　Die　StraBe　namlich，　die

HaupststraBe　des　Dorfes，　fuhrte　nicht　z疑m

SchloBberg，　sie　fuhr£e　nur　nahe　hera鍛，　da貧薮

aber，　wie　absichtl軌bog　sie　ab，　u捻d　wenp

sie　sich　auch　vom　Schlo8簸icht　ent牽erれte，　so

kam　sie　lhm　doch　auch　nicht　naher．・…　一

endlich　riB　er　sich　Ios　vo登（iieser　festhalte貧．

den　Stra8e，　e量n　schmales　GaBche簸nahm　ih鷺

auf，鍛och　t量eferer　Schnee，　das　H：erausziehe獄

der　eiRsi簸ke簸den　F娘Be　war　ei慧e　schwere

Arbeit，　SchweiB　brach　ihm　aus，　P1δtzllch

sta簸d　er　stilhnd　kon鶏te　nicht　mehr　weiter．

こうして彼はまた先へ進んで行った。その道は

長く続いていた。街路，つまり村の大通りは城

山へは通じていなかった。ただ近づいて行くと

いうだけであり，近づくかと思うと，あたかも

意図的であるかのように，折れ曲るのであっ

た。そして城から遠ざかるわけではないのであ

るが，だからといって近づいていくわけでもな

かった。……とうとう彼はこの執拗にまとわり

つく道路から身をもぎとるように離れて，狭い

路地に入って行った。雪はますます深くなり，

踏み込んでいく足を抜き取ることはひどく困難

だった。汗が滝のように流れ落ちた。彼は，突

然立ち止った。もう一歩も進むことができなか

った38）。

　主人公の土地測量技師の目的は城の村に定

住することである。そのためには城の役人の

許可を得なければならない。したがって彼は

城へ近づこうとするが，道は城へ通じている

ようであるが，現実としては，通じていない。

『皇帝の蔵書』の使者が名もなき一市民の所へ

到達することができなかったように，測量技

師のKlも，如何なる手段を尽しても城には到

達できない。城は，いわぼ，永遠の彼方にあ

ることになる。空間の拡がりとその無限性に

対する恐れが，この『城』の中でも描写され

ているといえよう。

　そして，城への近づき難さは，降り積もっ

た雪によっても象徴される。雪は，『田舎医者』

の吹雪の場合と同じように，測量技師の行手

を阻止する。雪はまた，主人公を他の人間か

ら引き離すばかりでなく生きる大地としての

土地からも離反させる。したがって，自然現

象としての雪も，ここでは人間の敵対者とい

うことになる。俳句のテーマとなるような日

本的な感情移入の「雪」という概念からは正

反対のものとなっている。それゆえ，雪はい

わばこの場合は，精神的空間恐怖のシンボル

ともいえる。

　「雪」と関連させて，。Wintersonne“「冬の

太陽」，”Dammeru且g“「薄暗がり」，

38）　　Franz　Kafka：Das　Schlo｛3，　S．　Fischer　Verlag　1951，　S．20／21．
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カフカ文学における反自然的なもの 11

。Finsternis“「暗闇」，，，Kalte“「寒さ」，

，，Nebel“「霧」，。Wind“「風」という単語も

用いられている39）。つまり，冬のイメージが作

品の基調となっている。物語の終りで，春ま

で後どのぐらいあるか，という測量技師の問

いに対して村の少女のペーピーは，次のよう

に答えている。

Der　Winter　ist　bel　uns　lang，　eln　sehr　langer

Winter撒d　ei簸fo翻g．……N妓n　einmal

kommt　auch　das　Fruhlahr這簸d　der　Sommer，

u簸des　hat　wohl　a犠ch　seine　Zeit；aber　i怨der

EriR鍛erung，　je宅z宅，　scheint　Fruhj　ahr環nd　Som－

mer　SO　kUrZ，　alS　Ware簸eS獄iCht　Viel　mehr　alS

zwei　Tage，　und　selbst　a鷺diesen　Tagen，　auch

durch　de盆allerscho豊sten　Tag，　fa11t　da撒

鷺och　m撒chmal　Schnee．この土地では冬は永

いのです。とても永い冬ですわ。そして短調な

のです。……しかし，思い出の中では，春も夏

も非常に短いような気がします。まるで2，3

日もないような気がします。そしてそのうち一

番いい日和にも，時折雪が降るのです鋤。

　ペーピーの話では，思い出の中で春と夏が

あるが，その時でさえ雪が降る。このことは

いずれにせよ，この城の村は，一年中冬の世

界であることに他ならない。すべてが，寒さ

と薄暗闇につつまれた黄泉の国とも解釈され

てくる。その中で，土地測量：技師のKが，無

益な努力を永遠に重ね，村へ定住したいと切

望する。しかしカフカはその後の物語を中断

している。

　このように状況をさらに分析すると，　『城』

の中では，抽象衝動とは異なる別の芸術意欲

すなわち，感情移入衝動も存在しているよう

に思われる。それは，夢幻的，神秘的な世界

も展開されているからである。主人公の心の

中の対立概念が，相互に争いつつも，一つの

不可思議な調和をかもし出しているのである。

城の村に定住しようとする強力な意志と，黄

泉の国の中でその意志を喪失してしまいたい

という反対の意志が，交錯し，ある種の調和

さえ呈してくる。その意味では，『城』は，ロ

マン主義的色彩を呈びた歯噛ともなってくる。

したがってまた，カフカの最後の作品ともい

うべき『城』は，本稿の最初の問題提起とは

やや趣きを異にする面も有しているように思

われる。

　これまでの論述の中で，カフカの作晶を三

期に分け，その期の代表作晶について，自然

との関係を分析してきた。それによれば，創

作第一期の『ある戦いの記録』では，主人公

は自然と対立し，敗北した。この時期のカフ

カの手法は未だ確立されていず，どちらかと

いえぼ，その創作は未熟である。創作第二期

においては，感ず『変身』を分析し，グレゴ

ール・ザムザが「変身」することによって，

従来の常識的な自然観をカフカは徹底的に破

壊したこと，を論証した。また，短編集『田

舎医者』では，自然の基本的構成要素である

時間と空間概念をカフカは超越しようとして

いることを明らかにした。創作第三期の『城』

では，これまでとは異なり，自然との対立は

もはや直接的なものでなくて，それを超越し，

一面においては，夢幻的，神秘的なものへと

変容していることを実証した。

　このようなカフカの自然観は，それぞれの

時期における彼の創作テーマの追究の仕方の

変移とも一致している。すなわち，創作第一

期と第二期では自己を徹底的に分析し，非連

続の世界，すなわち精神的空間恐怖のもたら

す悲劇を記述するというやり方であった。と

ころが，創作中期の後半からは，創作初期の

39）　Christoph　Bezze1：Natur　bel　Kafka，　S．113．

基0）　　1）as　SchloB，　S．410。
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12 醤語文化論究1

テーマは秘めつつも，「自己の救済」41）へと関

心を向け始めている。このような傾向と，カ

フカの自然観は必然的に結びついているとい

ってよい。これは，抽象衝動だけでは，その

文学的生を生きることができなかったことを

意味する。感情移入のもたらす柔らかさ，精

妙な美しさをも，カフカは認めていたのであ

ろう。それは，作品の中ではなくて，『フェリ

ーツエの手紙』。Briefe　an　Fdice“，『ミレナ

への手紙』，，Briefe孤Mllena“等の中でみら

れる恋人への切々たる訴えや，日記等からも

うかがい知ることができる。

第三章　他の作家たちとの対比

　対外実世界としての自然の中に混乱と無秩

序とカオスを見る「精神的空間恐怖」の世界

は，単にカフカ文学独自のものではなく，部

分的には，すでに！8世紀後半の若きゲーテの

作品『若きヴェルテルの悩み』においても認

められ，さらに！9世紀末から二十世紀初頭に

活躍したホーフマンスタール，リルケ，ムシ

ル等の文学にも，部分的に認めることができ

る。本章では，ゲーテ，リルケ，ホーフマン

スタール，そしてさらに日本の伝統的な芸術

観についても触れ，それにより，より一層，

カフカ文学の有する抽象衝動，ならびにその

自然観を浮き彫りしてみたい。

　先ず，ゲーテについて論じてみよう。すで

に，第二章で，ゲーテのシュトラースブルク

時代の詩『五月の歌』。Maifest“を取りあげ，

それは感情移入の典型であると論じた。しか

し，その後数年して執筆された『若きヴェル

デの悩み』では，自然に対する両極端の感情

が描写されている。恋人のロッテと別れる前

のヴェルターにとっては，自然は幸福の源泉

であり，その中に彼は，「全能者の現存」，，die

Gegenwar之des　A難rnacht蔓ge簸“42＞，ならびに，

「全二者の息吹き」，，das　Wehen　des
Aliiebe貧deゴ‘荏3）を感じていた。ところが，ロ

ッテとの愛に敗れた後は，様相は一変し，自

然はヴェルテルにとっては敵対者となってい
る。

生きた自然に対するぼくの胸の豊かな，暖い感

受性は，かつては喜びの洪水の中にぼくを浸

し，周囲の世界をパラダイスにしていた。しか

し，それが今では堪えがたい拷問者，恐ろしい

面心神となってどこまでもぼくを追いかけてく

る翰。

　ヴェルテルにとって，これまでの無限の生

命の可能性は，最終的には永遠に口を開いた

墓穴の深淵に変わってしまっている。すなわ

ち，自然への賛美は，「破壊性への恐怖」45＞に

変化してしまっている。したがって，ヴェル

テルの感じるこの恐怖は，やはり一種の精神

的空間恐怖である，といってよかろう。自然

賛美の極致であるとも分析できる『若きヴェ

ルテルの悩み』も，その対極において，自然

への恐怖を内在させている。つまり，感情移

入的衝動の背後に，常に抽象衝動の心を隠し

ていたことになる。それとは逆に，カフカ文

学においては，抽象衝動の背後から，時々，

感情移入衝動が，特に晩年の作品『城』にお

いては，みえがくれしていたといえる。

　次にホーフマンスタールの『チャンドス卿

の手紙』について触れてみよう。

要約して申しますと，その当時一種の持続的な

陶酔状態にあった私には，存在全体は一つの大

41）拙稿：「カフカの再出発一短編集『田舎医者』より一ラ2！7／222頁。

婆2）　Joha且n　Wolfga鍛g　vo捻Goethe：Die　Leiden　des　jungen　Wertheずs．至n：Goe癒es　Werke　B。6，　H：am－

　　burger　A登s墓abe　1963，　S．9．

43）　　Ebd．　S．9．

44）　　Ebd。　S．47．

45）芦津丈夫：緊ゲーテの自然体験』，1988年，株式会社リブロポート，97頁。
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きな統一をなしているように思われたのでし

た。精神の世界と肉体の世界は如何なる対立を

形成するものとも思われず……今や，私にとっ

ては，人間と人間との様々な行為が問題となっ

てきた。私にはもはやそれらを従来の習慣的な

単純な眼でとらえることはできなくなってき

た。すべての物が部分に分解し，その部分はま

た分解してしまった。何物ももはや一つの概念

では把握されなくなってきた46）。

　チャンドス卿は，こ：れまでは調和と美によ

って志向される古典的世界に生きてきた。そ

こでは，存在，すなわち，自然は一つの大き

な統一を保っていた。しかし，今や，人間の

思考，行為の価値判断の基準がなくなってし

まった。そこではすべての意味付けが否定さ

れ，従来の「一切の価値の転換」。ei貧e
Umwertung　aUer　Werte“47）がなされるにい

たった。

　またリルケは，「マルチの手記』の中で，生

きる不安を次のように述べている。

電車がベルを鴫らして私の部屋を走り抜ける。

自動車が私を礫いて疾駆する。どこかでドアの

閉まる音がする。どこかで窓ガラスがはずれ

る。私には大きなガラスの破片が忍び笑いする

ような気がした48）。

　人身と事物との戦いが始まる。事物がその

自立性を増した。die　D沁墓e　habe豊sich　wei£er

verselbs訟簸digt・……・・“．49）それゆえに人間は

もはや人間としての主体性を保つことはでき

ない。人間はこれまで，事物，すなわち，自

然と共存してきたが，存在の統一が崩壊して

しまった今となっては，人間と事物との問に

は調和はもはやありえない。ホーフマンスタ

ールと同じく，この時期におけるリルケも人

間と自然との乖離を深刻に受けとめていたと

いえる。

　ひるがえって，日本人の伝統的な芸術観の

一端に触れてみょう。

西行の和歌における，宗舐の連歌における，雪

舟の絵における，利休が茶における，其貫道す

る物は一なり。しかも風雅におけるもの，造化

にしたがいひて四時を友とす。見る処花にあら

ずといふ事なし。紙花にあらざる時は夷秋にひ

とし。心慮にあらざる時は鳥獣に類す。夷秋を

出，鳥獣を離れて，造花にしたがひ，造花にか

へれとなり50＞。

　これは松尾芭蕉の『笈の小文』の文である。

これを現代語になおしてみると次のようにな

る。和歌の道で西行が目標としたこと，連歌

で宗舐が詠ったこと，絵画の道で雪舟が描い

た絵，茶道で利休がしたこと，これらはすべ

て同じ道理で結ぼれている。ところで，俳譜

（俳句）というものは，天地自然に従って，そ

れぞれの四季の移り変わりを友としている。

見るものはすべて花のようなものであり，思

うことはすべて月であるといえる。観察する

対象を花としてみないなら，それは未開の野

蛮人のようなものである。詩作する時の心が

花のようでないなら，それは，鳥や動物の類

と変わらない。だから，詩作する人は，野蛮

人の心を捨て，また鳥やけもののようになら

ないで，天地自然にしたがって，天地自然と

46）　HugO　von　Hofmannsねh｝：Erzきhh1簸gen　und　A犠fs蓋tze，：Bd．2，　S．　Fischer　Verlag，　S．340／43．

47）　Walter　Je難s　l　Sta宅t　einer　Literaturgeschich宅e．　Veriag　G伽ther　Neske　Pfulllngen　l957／62，　S．109．

　　　　　　　　　　（リルケ，ホーフマンスタールについてはWalter∫e難sの解釈が本論の基調となってい

　　　　　　　　　る〉。
48）　Ralner　Maria　Rilke：Die　A礁fzeich獄ngen　des　Mal宅e　Laurids．1鍛：Samtliche　Werke　Bd．6，　Insel

　　Verlag　l966，　S．710．

49）　Walter　Jens：S之att　e三ner　Literaturgeschichte，　S．1！3．

50）松尾芭蕉：『笈の小文』松尾芭蕉集（冒本古典文学全集4！），小学館　昭和47年，31！／12頁。
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一体になるべきである。

　以上が引用文の現代語訳であるが，280余年

の歳月を経ても，日本人の芸術観は，基本的

には芭蕉のこの一文に要約されているといえ

る。つまり，詩作の根本は，自然の美しさを

そのまま素直に認め，その美しさ，あでやか

さを，そのまま心の中にしまい込み，それを

おおらかに表現することである，ということ

になる。これは，感情移入の典型といえる。

　芭蕉は，『笈の小文』の中では触れていない

が，日本古来の華道，すなわち，生花の根本

理念も，曲譜と同じである。

いけ花でいう「和」とは，相手とともに変化し

ながら，相手とともに創りあげることによって

成りたちます。そして色々な変化の中で，一

瞬，一瞬の間に美しい和をつくりだそうとする

草や木の姿勢，それがいけ花の形となっていま

す。……

　花をいけるということは，まさに草や木の色

や形の美しさだけでなく，草木の背後に一つの

ドラマを感じることであり，草木の背景となっ

ていたであろうところの風のひびきや，水のせ

せらぎに想いを走らせることです。こうして，

はじめて草や木の姿勢の選択や，それを選び出

す好みの中に，自分自身の心の匂いが，それと

なくただよいでるのです51）。

　この引用の前半では，生け花では「和」が

大切であると述べてあるが，これは，人並と

自然との和を意味する。後半の引用では，そ

の「和」を前提として，人間が自然の中に入

り込み，その中で，その人間の人格を完成さ

せることを意味する。その背景には，人間と

自然とは一つの生命のつながりとして，共に

生きているという日本古来の自然観が横たわ

っている，といえよう。このような態度はま

さしく，芭蕉の，天地自然にしたがって天地

自然と一体になれ，という考え方と相通じて

いる。

　現代卸本の作家の中で最も西欧的な教養を

身につけているといわれる安部公房は，カフ

カの影響を強く受けている。彼の芥川受賞作

品『壁一S。カルマ氏の犯罪』はカフカの
『審判』を強く意識した作品であるが，彼はそ

の主人公を最後には一元論的世界へと逃亡さ

せている52＞。そこでは自然と人間は対立したも

のとしては描かれていない。

　日本人の伝統的な芸術観は，自然と精神と

の合一である。人間は自然から出て，自然に

還ってゆく。自然とは区別された人間関係は

存在していない。日本的な思考は「一元論」

，，Monism雛s“の世界である。

　しかし，ヨーロッパの精神文化はそうでは

ない。「二元論」。Dua至ismus“の世界である。

自然対人問の対立の構図が優先する。それは，

ヨーロッパ人の最大の関心事は，自己自身の

「自我」であることにその原因を有する。この

「自我」が，対外部世界としての自然を自分と

は別種の存在とみなしている。対外部世界と

合一がなった場合には，そこには，自然との

調和が生まれ，それはゲーテの『ヴェルテル

の悩み』の前半におけるような感情移入の文

学が生まれる。そして少なくとも19世紀中葉

までは，自然と人間は同等の関係にあり，対

立関係を描く作家は少なく，調和が保たれて

いた。しかし，ニーチェが神の死，一切の価

値の転換を宣言して以来，すなわち，「古典的

存在論」，，k夏assische　Ontologie“53）から「基

51）池坊専永：『花よりもなお美しく』PHP研究所。19～27頁。

52）有村隆広：「カフカと安部の小説一『審判』と『壁一S。カルマ氏の犯罪』一」，『カフカと現代日本文学』

　　145～！69頁0

53）　Max　Bense：Metaphysische　Positionen．　In：Deutsche　Liter＆加r　im　20．　Jahrhundert－Struktur　u貧d

　　Gestalten，　S．307．
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本的存在論」。Fundame琉alontologie“54＞の

世界へ突入して以来，自然と人間との対立は

激しくなってきた。そして，その後の作家た

ちの中で，抽象衝動による芸術創造をもっと

も先鋭化させた作家の一入がカフカであり，

彼は「人間と自然との関係」”die　Bezieh膿g

zwische貧Me聡che難und　N　atur“55＞カ§破綻し

ていくその状況を，最後の長編『城』にいた

るまで執拗に追究していったといえる。

54）　　eb（i．　S．307．

55）　Fritz　Martinl：Das　Wag獄is　der　Sprache，　Ernst　Klett　Verlag　1970，　S．297．
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Das ~ n t i - ~ a t ü r l i c h e  in der Dichtung Franz Kafkas und seine 
Beziehung zu Wilhelm Worringers 'Abstraktion und ~ i n f ü h l u n ~ '  

Takahiro Arimura 

Nach Wilhelm Worringer sind beim Kunstwollen des Künstlers zwei Antriebe zu 
unterscheiden, und zwar der Einfühlungs- und der Abstraktionsdrang. Der Einfühlungs- 
drang findet als Voraussetzung des ästhetischen Erlebens seine Befriedigung in der Schön- 
heit des Organischen. Der Abstraktionsdrang ist dagegen die Folge einer großen inneren 
Beunruhigung des Menschen durch die Erscheinungen der Außenwelt. Dieser Zustand ist 
nach Worringer als eine ungeheure geistige Raumscheu zu bezeichnen. 

Nach meiner Ansicht ist die Dichtung von Kafka nicht mehr von den Standpunkt des 
Einfühl~n~sdrangs aus zu interpretieren, sondern sie scheint durch den Abstraktionsdrang 
verursacht zu sein. Man findet in fast allen seinen Werken kein glückliches pantheistisches 
Vertraulichkeitsverhältnis zwischen dem Menschen und der Natur. In der „Beschreibung 
eines Kampfes Fassung A ' h u s  seiner ersten Schaffensperiode wird die Hauptfigur, der 
Ich-Erzähler, durch den Strom abwärts abgerissen. Die Dinge haben sich verselbstandigt, 
und die Festung des 'Ich9 wurde erobert, der Mensch durch die Natur unterworfen. 

In seiner zweiten Schaffensperiode schrieb Kafka „Die Verwandlung", in der sich die 
Hauptfigur Gregor Samsa in ein Ungeziefer verwandelte. Die Käferexistenz warf ihn aus 
allem Gewohnten heraus und machte ihn für seine Umgebung abstoßend. Durch seine 
Entfremdung vom Naturbild empfindet Gregor eine ungeheure geistige Raumscheu. Im 
Sammelband ,?Ein Landarzt" symbolisierte Kafka die Vergänglichkeit der Zeit und die 
Unendlichkeit des Weltraums. Die Natur zeigte sich auch hier grotesk und feindlich. 

Im „Schloß" seiner dritten Schaffensperiode versuchte die Hauptfigur, der Landver- 
messer M., vergebens in dem Dorf, über das das Überirdische Schloß herrschte, zu wohnen. 
Durch den tiefen Schnee wurde es dem Landvermesser unmöglich, das Schloß zu erreichen. 
Der Schnee trennte ihn von der Erde, d. h. dem mütterlichen Boden. Hier findet man ein 
Äußerstes an Natur-Entfremdung, ja sogar einen schwerwiegenden Verzicht auf die Natur. 
Deshalb ist es ganz deutlich, daß Kafka durch den Abstraktionsdrang seine Werke schuf. 

Hier in Japan scheint dagegen der Fall ganz anders zu sein. Der in der Edo-Zeit 
wirkende Basho Matsuo, einer der berühmtesten Haiku-Dichter, meinte, man könne nur in 
friedlicher Beziehung mit der Natur ein echtes Gedicht schaffen. Dabei sollte als Thema 
grundsätzlich die vertraulich-glückliche Natur gewählt werden. In diesem Sinn beruht das 
Kunstwollen von Kasho eben auf dem Einfühlungsdrang. 


